
会場：

期日：

エントリー： 73名

出場： 69名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 金 浩延 宇都宮 68 (35、33) 亀山 幸輝 大洗 82 (39、43)

2 矢吹 龍一 水戸グリーン 73 (38、35) 42 岡本 守弘 美浦 83 (42、41)

鎌滝 順久 富里 73 (36、37) 浜島 貴一 玉造 83 (41、42)

松丸 佳孝 成田東 73 (36、37) 高橋 健 成田東 83 (40、43)

中村 正臣 浅見 73 (35、38) 田辺 幹雄 玉造 83 (39、44)

6 中野 正義 富士笠間 74 (37、37) 伊藤 健志 きみさらず 83 (37、46)

7 上村 努 東筑波 75 (39、36) 47 鴨志田 翼 鹿沼72 84 (44、40)

舘浦 圭 千葉 75 (37、38) 山崎 広宣 高根 84 (42、42)

9 高村 保 姉ヶ崎 76 (39、37) 49 宮田 広人 皆川城 85 (44、41)

- 以 上、 予 選 通 過 － 梅田 伸明 玉造 85 (42、43)

木名瀬 和重 水戸 76 (37、39) 斎藤 信一郎 日光 85 (40、45)

11 采東 勲興 宇都宮 77 (41、36) 鈴木 隆昭 ノーザン錦ヶ原 85 (40、45)

木村 仁 玉造 77 (40、37) 齋藤 哲也 筑波 85 (37、48)

秀島 俊一 玉造 77 (40、37) 54 田口 節夫 米原 86 (47、39)

大川 厚志 玉造 77 (39、38) 福田 正平 セゴビア 86 (45、41)

舘 英樹 富士笠間 77 (38、39) 菅野 慶太 伊香保国際 86 (41、45)

茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦 77 (38、39) 57 小島 達 玉造 87 (46、41)

金川 基晴 鷹 77 (38、39) 生水 大輔 葉山国際 87 (44、43)

榎本 剛 東名厚木 77 (38、39) 住田 日換 南栃木 87 (43、44)

小倉 龍 セントラル 77 (36、41) 大内田 愼一郎 岡部チサン 87 (42、45)

20 荒井 眞一 筑波 78 (40、38) 61 田代 量裕 米原 88 (43、45)

松本 宏和 玉造 78 (39、39) 62 小池 雅司 東京五日市 89 (45、44)

山菅 利彦 イーグルポイント 78 (38、40) 今江 吉宏 JGMやさと石岡 89 (42、47)

小暮 敦史 水戸グリーン 78 (38、40) 64 斉藤 健治 南総 92 (45、47)

磯山 喜一 茨城 78 (38、40) 65 工藤 博 千葉 94 (47、47)

25 木内 登喜雄 大洗 79 (43、36) 66 金澤 英司 玉造 96 (49、47)

大山 和則 宍戸ヒルズ 79 (37、42) 67 塙 郁晃 玉造 100 (48、52)

27 岡野 智弘 金砂郷 80 (41、39) 68 名嘉 徳次郎 玉造 104 (53、51)

岡田 一夫 玉造 80 (41、39) 棄権 鈴木 秀恒 カレドニアン

安藤 秀二 浜野 80 (39、41) 欠場 鈴木 秀幸 鹿沼

角田 孝幸 セントラル 80 (39、41) 欠場 鈴木 正一郎 龍ヶ崎

出口 達也 玉造 80 (39、41) 欠場 君島 勇人 那須小川

関口 正浩 つくばね 80 (37、43) 欠場 落合 太郎 大宮国際

33 清 良成 玉造 81 (41、40)

斉藤 正己 セントラル 81 (40、41)

大久保 訓 嵐山 81 (39、42)

坂上 晴由 米原 81 (38、43)

37 金子 泰雄 成田GC 82 (42、40)

鈴木 東一 京 82 (42、40)

飯岡 弘臣 つくばね 82 (42、40)

才津 博昭 ニッソー 82 (41、41)

8月24日(水)

平成28年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース( 6797Yards   Par 72 )


